
【ホームページ】http://shimanto-s.or.jp または 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

四万十市社協だより  令和 4年 5月 第 205号 区長会長承認済文書 
紙面に関する問い合せは 
《発行所》四万十市社会福祉協議会 
《本 所》四万十市右山五月町 8-3 
《電 話》 ３５－３０１１ 
《ＦＡＸ》 ３５－５２４１ 
《西土佐支所》西土佐用井 1110-31 
《電 話》 ３１－６１１１ 
《ＦＡＸ》 ３１－６１１２ 

〔基本理念〕 

「誰もが住み慣れた地域で、 

安心して生活ができるまちづくり」 
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〔基本方針〕 

現在、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来、

地縁や血縁といった共同体機能の弱体化など、社会

構造の変化により、地域における支援ニーズが複雑

化・複合化しています。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大により、日々の行動が制限され、経済活

動や生活に大きな影響が出ております。 

 四万十市も同様に、少子高齢化や人口減少、新型

コロナウイルス感染症の影響などを受けた世帯が

多く、特に生活に困窮した世帯は複合的な課題を抱

えており、一つ一つの課題に丁寧な対応が必要とな

ります。これらの課題解決に向けて、地域住民同士

の支え合いを構築して、各関係機関の協力を得なが

ら、専門職を配置して調整等を行い課題解決に向け

努めます。 

 健康・福祉地域推進事業については、重要事業と

位置づけを行う他、ボランティア活動の充実、総合

的な相談・援助活動及び権利擁護事業等関係機関の

協力を得ながら事業の推進に努めます。 

 また、市と協働して策定した第 3期四万十市地域

福祉計画については、3年目となり引続き地域での

座談会を行いながら、地域住民や関係機関の協力を

得て進めます。 

 経営状況は、依然として厳しいものの公共性の高

い社会福祉法人として、社会福祉法を遵守しなが

ら、住民に頼られる社会福祉協議会を目指すため、

新型コロナウイルス感染症の対応を行いながら次

の重点目標に取組みます。 

〔重点目標〕 

①地域福祉の推進とボランティア活動の充実 

②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進 

③在宅福祉サービスの充実 

④法人運営と地域福祉計画の推進 

 

 〔実施計画〕 

＜予算総額 129,983千円＞ 

①地域福祉の推進とボランティア活動の充実 

＜予算額  57,180千円＞ 

▶生活支援コーディネーター（ＳＣ）設置事業      

▶福祉教育推進事業  ▶配食サービス事業 

▶コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）設

置事業   

▶高齢者閉じこもり等予防支援事業           

▶福祉大会等の開催  ▶くらし助け愛隊事業 

▶健康・福祉地域推進事業   

▶福祉機器等貸出事業    

▶社協広報誌「しまんと」・ホームページの充実   

▶ゆずります・ゆずってください事業 

▶ボランティアセンターの充実と災害ボランテ

ィアセンターの整備   

 

新 ＝新規事業 



②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進  

＜予算額 24,771千円＞ 

▶ふれあい相談センター事業（一般相談・専門

相談）▶福祉サービス利用援助事業 ▶成年後

見事業 ▶生活福祉資金貸付事業 ▶小口生活

資金貸付事業 ▶フードバンク事業            

▶家電製品等ストック事業 ▶幡多福祉人材バ

ンク事業（福祉の無料職業紹介事業） ▶福祉・

介護人材マッチング支援事業 

 

 

 

 

 

 

  

収入の部 予算額 支出の部 予算額 

会費収入 800 法人運営区分 20,700 

寄附金収入 200 地域福祉活動事業区分 30,795 

経常経費補助金収入 32,723 ボランティア活動事業区分 7,888 

受託金収入 67,993 共同募金事業区分 4,369 

共同募金配分金収入 2,091 貸付事業区分 7,551 

介護保険収入 2,946 介護保険事業区分 5,780 

障害福祉サービス事業等収入 1,799 障害福祉事業区分 8,104 

事業収入 5,107 はつらつデイ事業区分 15,735 

その他収入 1,899 福祉サービス利用援助区分 7,121 

受取利息配当金収入 2 福祉人材バンク事業区分 9,715 

長期貸付金回収収入 2,000 指定管理施設区分 2,901 

サービス区分間繰入金収入 1,700 福祉基金運営事業区分 201 

前期末支払資金残高 1,600   

収入合計 120,860 支出合計 120,860 

    

収入の部 予算額 支出の部 予算額 

経常経費補助金収入 6,302 人件費支出 2,540 

事業収入 2,400 事務費支出 6,433 

雑収入 70 積立資産支出 100 

受取利息配当金収入 1 予備費 50 

その他収入 300   

前期末支払資金残高 50   

収入合計 9,123 支出合計 9,123 

新 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

③在宅福祉サービスの充実   

＜予算額 33,124千円＞ 

▶高齢者はつらつデイサービス事業 ▶通所型サ

ービスＣ事業 ▶まちなかサロン運営事業 ▶障

害者支援センター事業 ▶相談支援事業・障害児

相談支援事業 ▶訪問入浴事業 

 

④法人運営と地域福祉計画の推進   

＜予算額 14,908千円＞ 

▶法人運営 ▶地域福祉計画の推進 

▶社協会員の加入促進 ▶職員の資質向上に向

けた研修 ▶指定管理施設運営事業（一条の里・

総合福祉センター） ▶福祉センターの運営・管

理 ▶団体事務 

 

＊四万十市中村地区民生委員児童委員協議会 

＊四万十市西土佐地区民生委員児童委員協議会

＊四万十市民生委員児童委員協議会連合会 

＊四万十市老人クラブ連合会 

＊四万十市身体障害者連盟 

＊四万十市精神障害者家族の会「虹の会」 

＊四万十市共同募金委員会 

＊日本赤十字社高知県支部四万十市地区 

 



ゆずります・ゆずってください 

令和 4年（2022年） 

5月情報 

 

 

『登録前にご確認ください』 

※5月 6日（金）午後 5時まで、ポストにて受け付けています。 

※大きい物、重い物、生き物、植物、食べ物、危険物は取り扱いしていません。 

※原則、玄関から玄関までのお届けです。 

※物品の状態によっては、一覧表に掲載できない場合や、取り扱いができない場合がありますのでご了承ください。 

※申し込みが多数の場合は抽選となります。当選された方のみ連絡をさせていただきます。 

 

●ゆずります登録一覧表（4月 8日現在）     ※有効期間は約 2 ヶ月となります。 

№ 物品名 物品状態(型式・サイズ・色・使用年数など) 

2-102 スチール製犬小屋 
サイズ：縦 107㎝×横 70㎝×高さ 80㎝ 色：黒色 

室内使用で 8年使用 

2-105 
日本地図 

ジグソーパズル 
小学生用 4枚入り 

2-106 
パトカー・消防車 

ジグソーパズル 
2～3才用 1枚 

2-107 
プラスチック製 

ゴルフセット 
3～5才用 

2-109 腰かけ便座 
未使用 和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに 

※段差のある和式トイレでは座面が高くなり使用不可 

 
 前回の集配では 4件のマッチングができました。ご協力ありがとうございました。 
 

  

四万十市社会福祉協議会 
Tel 35-3011 Fax 35-5241 

【登録カード・ポスト設置場所】 

・社会福祉センター（右山五月町） 

・多目的デイケアセンター一条の里（中村東町） 

・総合福祉センター（西土佐用井） 

この事業は、四万十市社会福祉協議会の会費で運営しています。会費へのご協力もお願いします。 

日本赤十字社高知県支部は「災害からいのちを守る赤十字」として、災害発生時

の医療救護活動や救援物資の配布、平時には南海トラフ地震や豪雨災害等に備えた

訓練や命を救う救急法等の講習会及び防災・減災活動の普及、赤十字ボランティア

の育成などの人道的活動に取り組んでいます。 

これらの人道的活動は、国や県からの公的資金によらず皆様からお寄せいただく

活動資金によって支えられています。 

赤十字の活動にご理解いただくとともに、赤十字活動資金へのご協力をお願いい

たします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回は新たに組織された『藤地区健康福祉委員会』の活動をご紹介

します。 

藤地区は市街地から車で約１０分の山沿いの地域にあり、30世帯ほ

どの小さな地区になります。 

地域で集まる機会が少ないといった地域課題がある中で、介護予防

や健康づくりの場が必要だという住民の声をきっかけに、藤地区健康

福祉委員会として発足、活動を開始しました。「月に数回でも地区の人

達が顔を会わせる場所があるのはええね」といった住民の皆さんの想

いもあって、初回の活動日を迎えることとなりました。 

地域の 
 

い 
き 

 い 
き 活動 

Ｖｏｌ.68 

 

―地域の支えあい活動や介護予防活動を生活支援コーディネーターがご紹介― 

発見！地域のタカラモノ！ 

地域のつながりの構築に向けて・・・ 

藤地区健康福祉委員会の活動が始まりました。 

 

 当日は多くの住民の方が集まり、介護予防事業として、

いきいき百歳体操とわなげに取り組みました。DVDを見な

がら一生懸命身体を動かし、「まだまだいける。」と励まし

合いながら体操されていました。輪なげは、輪を投げて入

った時には拍手で盛り上がり、外れると「ああ、おしい」

と一喜一憂され、和気あいあいとした雰囲気で、あっとい

う間に時間が過ぎていました。 

 

活動を終えた住民の方々に話を伺うと、「楽しかった。続けてやっていきたいね。」といった声もあり、

会の中で話し合って、月 2回活動することになりました。地区に新たな集いの場ができ、藤地区健康

福祉委員会の今後の活動に注目です。 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

新規採用 職員紹介 

〈名前〉 山口 由貴 （25歳） 

〈所属〉 地域福祉係 

〈好きな食べ物〉  からあげ 

〈チャームポイント〉  背が低いこと 

〈ごあいさつ〉 

初めまして！4月から四万十市社会福祉協議会でお世話になっていま 

す山口由貴と申します。出身は愛媛県なので四万十市のことはまだまだ 

知らない事ばかりですが、住民の温もりと気候の暖かさに包まれ、自然 

がいっぱいの四万十市で生活ができていることに幸せを感じています。 

皆さまからも学ばせていただきながら、「誰もが生活をしやすい地域 

づくり」を目指し 1日でも早くお力になれるよう精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願いし

ます。 

 

〈名前〉  野中 晴奈 （34歳） 

〈所属〉  総務企画係 

〈好きな食べ物〉  あんこ 

〈チャームポイント〉  鼻 

〈ごあいさつ〉 

4月から社会福祉協議会で働くことになりました。 

主に福祉関係の仕事を紹介する仕事をしています。 

福祉関係の仕事を探している方、福祉の仕事に興味のある方など 

相談お待ちしています。 

〈名 前〉  浜口 由花 （45歳） 

〈所 属〉  総務企画係 

〈好きな食べもの〉  トマト 

〈チャームポイント〉  明るい 

〈ごあいさつ〉 

分からないことばかりでご迷惑をおかけすると思いますが、 

皆様に教えていただきながら少しでもお役に立てるよう努め 

て参ります。よろしくお願い致します。 

 

令和 4年４月 1日から四万十市社会福祉協議会に新しい職員を配置しました。 

これから、地域の皆様と一緒に「誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができるま

ちづくり」を目指していく新規職員を紹介します。 



 

 四万十市ふれあい相談センター 
〈一般相談〉   暮らし・福祉・教育など一般的な相談 平日 8：30～17：15 

〈専門相談〉   弁護士による無料法律相談  

第 1・3（月） 13：30～15：30（1人あたり 30分） 

           各 4名まで（予約制） ※原則、四万十市在住の方を対象としています。 

  【5月の専門相談】               【6月の専門相談】 

   5月９日（月）・ 5月１6日（月）   6月 6日（月）・ 6月 20日（月） 

 ※都合により変更になる場合があります。専門相談（法律相談）ご希望の方は下記までご連絡ください。 

【問合せ・申込み先】 四万十市社会福祉協議会 ☎：35-3011 

相談無料 

秘密厳守 

ご寄付いただき 

ありがとうございます 

古切手等は高知県社会福祉協議会を通じて各収集団体へ

送り、活動資金等に充てられています。 

又、食料品等は四万十市内等の方で食料を必要としている

方に提供させていただきます。皆さまの温かい善意が社会福祉に

役立てられています。ご協力ありがとうございました。 

「フードバンク」（敬称略） 

野中サイクル・宮﨑 志保・増田 圭

介・（有）是沢商店  （他匿名） 

 

「古切手・プルタブ等」  <個人>（敬称略） 

吉田美代子 大藤三ツ子 中岡まなみ 小野 峯代

祖父江萌生 有友  大 下村 順子 奥  淳子 

奥  儀衛 内田 浩二 上岡 成美 山沖 幸子 

岡本 万智 井口 加洋 山沖 祝子 橋田 楠夫 

今城千代春 和田久美子 谷口ミヨシ澤田 由佳 

江口 裕明 江口 佳代 山﨑 節子 山中タエ子 

松岡 広子 （他匿名） 

 

「古切手・プルタブ等」 

<企業・団体>（敬称略） 

大英環境機構㈲・佐野海洋サービス・

山路地区健康福祉委員会・そぶえしほ

ぴあの教室・横瀬地区健康福祉委員

会・磯ノ川健康福祉委員会・遠山建具

店・ベル化粧品店・ぐうちょきぱあ・

入田地区自治会リサイクル部会・中村

福音キリスト協会・老人保健施設治優

園・水戸地区なかよし会・四万十わか

ば更生保護女性会・日本生命四万十営

業所・ジブラルタ生命中村営業所・サ

イバラ建設（株）・（有）是沢商店・ 

豚座建設（株）・高知建労中村支部・

すまいる不動産・Café リノ・（株）西

部グリーン 

 

【3/１～3/31受付分】 

 

幡多福祉人材バンクよりお知らせ ～介護・福祉のお仕事紹介～ 

無料職業紹介 
介護・福祉の仕事をお探しの方に、希望に応じた求人情報 

を提供し福祉の職場をご紹介いたします。 

 

福祉のしごと相談 
未経験の方・在職の方を問わず、福祉の仕事に関する相談にお応え

します。専門の職員が、豊富なノウハウと幅広いネットワークをも

とにご相談にお応えしますので、お気軽にご相談ください。 

【問合せ先】四万十市社会福祉協議会内 幡多福祉人材バンク ☎：35-5514 担当：野中 


